
静岡県 （会友公募・公募）

第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

藍澤 優依 沼津市漢字Ⅱ毎日賞 藍澤 優依 沼津市大　字

青木 凌彩 沼津市かなⅠ 秋山 清州 伊東市漢字Ⅱ

朝井出 桃子 浜松市大　字 渥美 忍 浜松市漢字Ⅱ

渥美 忍 浜松市大　字 天野 晃子 浜松市近代詩

天野 郁夫 小山町大　字 井口 桃果 磐田市近代詩

石川 雪溪 伊東市漢字Ⅱ佳作賞 石嶋 圭香 伊東市漢字Ⅰ佳作賞

石嶋 弘 伊東市漢字Ⅱ 伊藤 京子 掛川市近代詩

伊藤 竹青 富士市漢字Ⅱ 伊東 正人 富士市近代詩

稲葉 季佑 下田市漢字Ⅰ 稲葉 福笑 下田市漢字Ⅰ

伊与田 佳琳 磐田市漢字Ⅰ 岩崎 春泉 静岡市大　字

岩崎 祥風 伊東市漢字Ⅱ 岩瀬 神彩 沼津市漢字Ⅱ

岩本 光南 焼津市前　衛 岩本 光風 焼津市漢字Ⅱ

岩本 光雄 焼津市前　衛 浮海 花悠 浜松市近代詩

内海 花泉 掛川市近代詩 内村 虹彩 御殿場市かなⅠ

梅原 光峯 焼津市漢字Ⅱ 蝦名 凌郷 静岡市かなⅡ

江本 桃子 沼津市漢字Ⅱ 大石 愛花 藤枝市前　衛

太田 加奈子 袋井市漢字Ⅱ 太田 清峯 浜松市近代詩

大嶽 幸子 静岡市大　字 大舘 尚苑 熱海市近代詩

大塚 光琴 静岡市前　衛 大塚 洒恵 富士宮市漢字Ⅰ

大塚 友紀子 藤枝市大　字 大箸 和悠 富士市漢字Ⅰ

大畑 守拙 焼津市漢字Ⅰ 大畑 朱鳥 富士市漢字Ⅰ

岡本 綾子 富士市漢字Ⅱ 小倉 玉游 富士市漢字Ⅰ

長田 綾乃 御殿場市近代詩 小澤 尚雲 浜松市かなⅡ

小沢 清風 浜松市前　衛 落合 桜彗 掛川市近代詩

小幡 知舟 湖西市前　衛 掛本 玄龍 富士宮市漢字Ⅱ

掛本 玄龍 富士宮市大　字 風岡 将平 富士宮市漢字Ⅱ

鹿島 陽子 静岡市大　字 上総 洋子 島田市漢字Ⅱ

勝又 華織 御殿場市近代詩 勝又 雅与 裾野市大　字

加藤 正子 浜松市近代詩 神谷 雲卿 菊川市かなⅡ

神谷 雲卿 菊川市かなⅠ 河合 泉明 掛川市近代詩

川口 雅心 浜松市近代詩 川口 光春 伊豆の国市近代詩

川口 春琴 富士市漢字Ⅱ 川口 春琴 富士市漢字Ⅰ

川嶋 桃貴 伊東市漢字Ⅱ 川嶋 桃貴 伊東市漢字Ⅰ

岸端 さち 吉田町漢字Ⅱ 楠木 恵子 浜松市近代詩

久保田 山吹 三島市漢字Ⅰ 倉田 紅恵 富士宮市漢字Ⅰ

黒須 萬寿 下田市漢字Ⅱ 古後 充音 伊豆市漢字Ⅰ

是永 由乃 静岡市大　字 近藤 晃玉 裾野市近代詩

榊原 橘花 静岡市漢字Ⅱ 佐藤 泉洋 掛川市近代詩

佐野 花香 浜松市近代詩 佐野 笙恵 富士宮市漢字Ⅰ

澤本 優子 静岡市かなⅠ 島田 弦山 伊東市漢字Ⅱ

島田 弘花 伊東市漢字Ⅱ 志村 玲恵 富士宮市漢字Ⅰ

白井 貴舟 伊東市漢字Ⅰ 新庄 露峰 静岡市漢字Ⅰ

榛葉 羽翔 牧之原市漢字Ⅱ 新村 沙雲 浜松市漢字Ⅰ佳作賞

菅井 子星 熱海市近代詩 杉山 貞子 小山町漢字Ⅱ

杉山 奈央 富士市大　字 杉山 凌恭 静岡市かなⅠ

助川 陽麗 伊東市漢字Ⅱ 鈴木 杉響 御殿場市漢字Ⅱ

鈴木 杉響 御殿場市近代詩佳作賞 鈴木 秋水 牧之原市前　衛佳作賞

鈴木 千陽 伊東市漢字Ⅱ 鈴木 拓馬 長泉町漢字Ⅱ

鈴木 碧水 掛川市近代詩 鈴木 雅子 浜松市漢字Ⅱ

鈴木 美砂 浜松市近代詩 芹沢 光苑 御殿場市漢字Ⅱ

園田 夏螢 静岡市漢字Ⅰ 園田 啓子 島田市前　衛

園田 ちづる 島田市前　衛 多家 珠趣 沼津市漢字Ⅱ

高野 芳竹 御殿場市漢字Ⅱ 高橋 香澄 静岡市大　字
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高栁 香奏 浜松市近代詩 瀧本 煌麟 浜松市かなⅡ

田中 光華 富士市刻　字 田中 千慧 浜松市かなⅡ

辻井 恵湖 三島市漢字Ⅰ 辻村 雪湖 浜松市かなⅡ

富田 仁美 浜松市漢字Ⅰ 外山 光永 静岡市前　衛

虎谷 久子 伊東市かなⅡ佳作賞 長倉 勝代 三島市漢字Ⅱ

中島 翠音 吉田町漢字Ⅰ 中嶋 凌朱 静岡市かなⅠ

中西 光容 浜松市前　衛 永松 照美 沼津市大　字

中村 香鳳 浜松市かなⅡ 中村 海鈴 清水町大　字

名倉 栄梨 磐田市近代詩 夏目 祥舟 袋井市大　字

奈良 舟鶯 三島市かなⅡ 成田 雅美 富士市刻　字

新山 香南 浜松市かなⅡ 西海 真由美 浜松市かなⅡ秀作賞

西村 凌爽 静岡市かなⅠ 野中 尾堂 浜松市近代詩秀作賞

羽賀 磯美 焼津市漢字Ⅱ 袴田 泉粋 掛川市近代詩

羽倉 子風 静岡市近代詩 橋本 花郷 伊豆市近代詩

長谷川 江風 清水町漢字Ⅰ 林 喜久江 小山町大　字

半田 喜久代 吉田町漢字Ⅱ 疋田 乃梨 浜松市漢字Ⅰ

平井 万葉 伊豆の国市漢字Ⅱ 平岡 大朴 静岡市漢字Ⅱ

平川 彩日 浜松市漢字Ⅱ 平田 江輝 静岡市漢字Ⅱ

藤井 郁代 静岡市漢字Ⅱ 藤本 恵子 静岡市かなⅡ

佛井 淑子 静岡市かなⅡ 佛井 理恵 静岡市かなⅡ

古市 太郎 藤枝市前　衛 星野 洵明 磐田市漢字Ⅱ

細川 有響 袋井市近代詩 堀井 杏苑 掛川市近代詩

増田 恵豊 静岡市漢字Ⅱ マダマ 苑水 牧之原市前　衛

マダマ 眞理子 牧之原市前　衛 松永 満寿 静岡市漢字Ⅱ

三浦 すみれ 小山町大　字 宮内 龍湖 藤枝市大　字

宮川 箕山 下田市漢字Ⅰ 宮川 箕山 下田市漢字Ⅱ佳作賞

武藤 心海 伊東市漢字Ⅱ 村上 佳代子 静岡市漢字Ⅱ

村瀬 荷香 富士市刻　字 村松 英子 富士市かなⅡ

望月 慶雲 静岡市漢字Ⅱ佳作賞 望月 すず江 静岡市大　字

森田 紫蘭 浜松市漢字Ⅰ 八木 澄空 菊川市漢字Ⅰ

山内 彰広 藤枝市前　衛 山岡 花琉 牧之原市前　衛

山崎 とも子 静岡市かなⅡ 山下 人美 浜松市近代詩

山島 凌榮 静岡市かなⅡ 山田 宜子 浜松市近代詩

山村 有貴子 島田市大　字 山本 純茅 熱海市漢字Ⅱ

山本 多嘉子 東伊豆町大　字 湯山 薫 小山町大　字

吉岡 杏華 富士市刻　字 吉岡 湖秀 富士市近代詩

吉岡 梨彩 掛川市近代詩 吉澤 一華 焼津市漢字Ⅱ

和田 千与里 富士市近代詩 渡瀬 ひなの 富士市かなⅠ

渡邉 恵惺 富士宮市漢字Ⅰ 渡邉 麗美 富士宮市大　字
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伊藤 杏夏 三島市漢字Ⅱ 江田 夏佑 下田市漢字Ⅰ

荻野 ねね 浜松市近代詩 河嶌 玲菜 富士市近代詩

猿渡 光風 伊東市漢字Ⅱ 篠島 悠花 浜松市かなⅡ

篠原 千明 西伊豆町漢字Ⅱ 篠原 千明 西伊豆町大　字

杉本 瑠美 裾野市大　字U23毎日賞 須崎 耀太 富士市近代詩

田中 永遠 伊東市漢字Ⅰ 土屋 澄風 伊東市漢字Ⅰ

長屋 恵 浜松市近代詩 野田 海光 伊東市漢字Ⅰ

前田 琳海 伊東市漢字Ⅱ 村上 貴美子 三島市大　字

森嶋 佑香 浜松市近代詩 薮崎 孝矩 藤枝市漢字Ⅱ

渡邉 彰子 清水町大　字U23奨励賞
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